
我広報あんじょう 2017.7.1

掲載希望者は、掲載月の３カ月前の１日（松掌抄承

の場合は、その翌開庁日）午前９時から電話で広報広
聴係（緯〈７１〉２２０２）へ。各情報については、それぞれの
問い合わせ先へ。
※掲載は先着順。ただし、過去に掲載していない団体
を優先します。１１月１日号分は８月１日昇から受け
付けます。掲載基準等の詳細は同係まで問い合わせ
てください。

歌謡曲deフラダンスサークル 会員募集
誰もが口ずさめるような歌謡曲に合わせてフラダン
スを楽しむサークルです。ゆっくりと進んでいきます
ので、初心者も安心して参加できます。 ■時毎月第２・
４昭午前１０時～１１時３０分 ■場市民会館 ■￥１回１０００円
（体験無料） ■問杉浦三千子さん（緯０９０〈４２１２〉２４１９）

ZUMBAサークル メンバー募集
ズ ン バ

ラテンの音楽に合わせて楽しく体を動かしてみませ
んか？初めての方も歓迎！ ■時隔週昭午後７時１５分～
８時１５分 ■場北部公民館 ■￥１回のみの体験参加は
１０００円。連続した２回以上の参加で７５０円／回 ■持シュ
ーズ、飲み物 ■問金子雄基さん（緯０９０〈５８６５〉５４３２）

■時とき ■場ところ ■内内容 ■講講師 ■対対象
■定定員・募集人数 ■￥会費・入場料など ■持持ち物
■他その他 ■申申し込み方法など ■問問い合わせ先

絵画グループ七彩会展２０１７
なな いろ

水彩やパステルで描いた作品を約５０点展示します。
■時７月６日昭～９日掌午前９時～午後５時（６日は午
後１時から、９日は午後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問石川善治さん（緯〈９９〉２０３７）

水中ウォーキング体験会
中高年男女から成るサークルで、先生の指導の下、
無理なく楽しく運動しています。体験会を行います。
■時７月７日晶・１４日晶午後２時～３時 ■場マーメイド
パレス ■￥１回５００円（施設利用料込） ■持水着
■問さくら会・中村さん（緯〈７５〉２２４５）

森の恵み体験
■時■内陰７月２５日昇獅水源地見学 隠８月２２日昇獅水源
地間伐体験 いずれも午前８時３０分～午後３時３０分
■対中学生以上 ■定各１５人（先着順） ■￥各５００円
■申７月４日昇から電話でエコネットあんじょう事務局
（緯〈５５〉１３１５）へ ■問古居敬子さん（緯０８０〈５２９５〉７７８２）

安城マジッククラブ 会員募集
秘密の得意芸としてマジックを一緒に楽しみましょ
う。人気者にもなれます。余暇時間を有効に使い頭脳
と指先を活性化させてくれるのが手品です。
■時毎月第２・４昇午後７時～９時 ■場桜井公民館
■￥３カ月５０００円 ■問水上保之さん（緯０９０〈４４０９〉５８１８）

やろまいか みんなの平和祭２０１７
戦争関連品の展示、学生による戦争体験談の読み上
げ、原発映画の上映等。 ■時７月２９日松午前１１時～午
後５時・３０日掌午前１０時～午後４時 ■場市民交流セン
ター ■￥映画のみ有料。大人前売１０００円、当日１３００円。
小中高生５００円 ■問石川翼さん（緯〈９８〉６９３２）

幼児から大人の絵画展
絵画教室「レインボーアート」「さるびアート」「あい

がも教室」の合同展です。ぜひ、お越しください。
■時７月２８日晶～３０日掌午前９時～午後５時（２８日は午
前１１時から、３０日は午後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問杉浦辰子さん（緯〈７５〉８３３９）

第１３回 安
あん

笑落語会
しょう

安笑落語会です。変わった人、面白い人物が登場す
るいろいろな演目を用意しています。ぜひ、お越しく
ださい。楽しんで、笑ってください。
■時７月２日掌午後２時 ■場昭林公民館
■問原長介さん（緯０９０〈９１２５〉６８８０）

２０１７安城七夕親善大使に選ば
れた髙嶋茉由さん。ピアノを弾
くことと高校野球観戦が趣味の
大学生です。
◆七夕まつり
の思い出は
生まれも育

ちも安城で、
七夕まつりに
は、毎年行っ
ていました。
屋台等のお店をまわるのが大好
きです。毎回、食べるのを楽し
みにしているかき氷のお店もあ
ります。また、願いごと風船が
飛ぶのを見て、とても感動した
ことを鮮明に覚えています。
◆楽しむ側から盛り上げる側へ
いつもは、楽しむ側で参加し

ていた七夕まつりですが、広報
に載っていた親善大使の募集広
告を見て、今年は自分が盛り上
げる側になりたいと思って応募
しました。母からは「やるから
には、ちゃんと頑張ってね」と、
背中を押してもらいました。
一次審査の時はとても緊張し

てしまいましたが、公開で行わ
れた二次審査の時は、「楽しんで
やろう！」と気持ちを切り替え
ました。また、母や妹たちが客
席から笑顔で応援してくれて、
心強かったです。
◆七夕まつりここがオススメ！
安城七夕まつりは、「願いごと、
日本一。」！キャンドル・風船・
短冊等、願いごとに関するイベ
ントがいっぱいあって、子ども

からお年寄りまで、みんなが楽
しめます。今年の目玉は、６月
にオープンしたアンフォーレ！
願いごと広場が新しくメイン会
場となり、楽しい催しものがた
くさんありますので、ぜひ皆さ
んに来てもらいたいです。

広報あんじょう 2017.7.1

２０１７安城七夕親善大使
髙嶋茉由さん（市内在住）

ま ゆ

牙

酒井章光くん（６カ月）
あき みつ

お散歩が大好きなゆ
ずちゃん。風が気持ち
良いね！これからもい
ろんな景色を一緒に見
ていこうね。

(百石町)

満面な笑みを浮かべ
る我が家のアイドル璽

すくすくと元気に成長
する姿を楽しみにして
いるよ。

（野寺町）

吉川修
しゅう

平くん（１歳）
へい

よくわらってくれま
す。

（古井町）

よく笑う修くん。最
近色んな表情を見せて
くれるようになりまし
た。みんなに愛される
優しい子になってね。

（安城町）

髙宮有珠ちゃん（６カ月）
ゆ ず

平岩朋花ちゃん（７カ月）
とも か

「元気っ子アルバム」に掲載する写真を募集しています。掲載方法の問い合わせは、電話かＥメ
ールで広報広聴係（☎〈７１〉２２０２／info@city.anjo.aichi.jp）へ。右QRコードからメールで問い
合わせ可能です。
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画広報あんじょう 2017.７.1

１０人の参加者が布を使ったぞうりを作りました。参加
した皆さんは、「難しいけれどとても楽しい」「これから
の暑い季節に実際に使うのが楽しみ」と笑顔で話して
いました。（安城南中２年・清水）

■日６月６日 ■場環境学習センター

布ぞうりづくり

一面に広がる小麦畑では、ちょうど収穫をしていまし
た。小麦の穂が、黄金色のじゅうたんのように輝いて
いました。収穫された小麦がどんな料理に使われるか、
とても楽しみですね。（安城南中２年・酒井）

小麦の収穫

安城ものづくりコンベンション２０１７

マーケット横のハンギングバスケットコーナーにコン
テスト（本紙３月１５日号掲載）の受賞作品が飾られてい
ました。見ていたお客さんは「花の赤色がいいね！」と
楽しそうに話していました。（明祥中２年・石原）

■日５月２９日 ■場デンパーク

デンパークのハンギングバスケット

■日６月６日 ■場赤松町地内

３回目となる今回は、過去最多の８８の企業・団体の出
展がありました。ものづくりに関する基調講演のほか、
商談会も開催され、２日間で２０００人以上が来場。もの
づくりの新たな風が安城から巻き起こりました。

■日５月１８日 ■場市体育館



臥 広報あんじょう 2017.７.1

正解者の中から抽選で５人に、記念品を差し上げます。答え・住所・氏名・年齢・感想をはがき、又はＥメール
（表題を「フォトでクイズ回答」）に記入し、７月２０日昭までに秘書課広報広聴係へ。（送付先詳細は裏表紙下部に記
載）６月１日号の答え：「ツツジ（つつじも可）」 ※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

毎年いろいろな絵柄でわたしたちを楽しませてくれる「ふれあい
田んぼアート」。今年の絵柄には花火が使われていますが、何をお
祝いする花火でしょう。

「○○○○○２０周年」

近隣市の代表９校が出場し、女子の部では安城南中学
校が３位入賞。「AISINAW Wｉｎｇｓ」の選手を交えた学
校対抗シュート対決やサイン会等もあり、中学生達に
はトッププロとふれ合える貴重な経験となりました。

■日５月２８日 ■場アイシンAW叙本社体育館（藤井町）

AWカップ（中学生バスケットボール大会）

いじめ撲滅のため、１０年ほど前に生徒が自主的に立ち
上げたこの会議。今回は「身近にひそむ『いじめ』の
きっかけ」にもなり得る「いじり」について議論。地域
の大人も交えて活発な意見交換が行われました。

イエローリボン会議

地域住民の安全な暮らしを守る消防団。市内の３０分団
が日ごろの練習成果を披露しました。小型ポンプの部
は志貴分団が、ポンプ車の部は桜井分団がそれぞれ優
勝しました。

■日６月４日 ■場安城消防署

第４２回安城市消防団消防操法競練会

ふれあい田んぼアート２０１７（田植え）
■日５月２５日 ■場安城南中学校

市内外から集まった約４００人の参加者が元気に田植え
を楽しみました。今年の絵柄はデンパーク２０周年を祝
う「花火」と「あんじょうだいすき」という市民みんなの
気持ちの組み合わせ。今月には見ごろを迎えます。

■日５月２０日 ■場和泉町地内
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